
「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」が始まっています。
ＫＰＣホームページからログインし、特別な優待内容をご覧ください。
●パソコンの場合は上のアドレスよりご登録してください。
●スマホからの場合は右のQRコードよりアクセスしてください。
●初回ログイン時にご利用の登録が必要です。※「いやしうぇぶショップ」への登録とは異なります。

発行●KPC （公財）京都中小企業振興センター 
京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階
TEL：075-255-6655　FAX：075-255-6644
営業時間●AM9：00～PM5：30　休業日●土曜・日曜・祝日

毎月20日発行　発行部数 23,000部

●京のいいとこコラム　●京都ええ店食べある記　
●ハイキングサークル　●かにバスツアー
●会社見学　●KPC事務局からのお知らせ

ライフサポート倶楽部 スタートキャンペーン
●Ｂリーグ京都ハンナリーズ、スキー場リフト券 他

コンテンツ

KPCホームページ「いやしうぇぶKPC」もご覧ください。
KPC 検索www.kpc.or.jp
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〒520-0514 滋賀県大津市木戸1547-1
TEL：077-592-1155 ーいやしなびKPCー

2016年12月17日（土）~
2017年4月2日（日）まで有効

ファミリーで
楽しめる
絶景ゲレンデ

●応募期間：1月20日(金)まで。 ●対象：KPC会員の方で、「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」にご登録いただいた方
●応募方法：KPCホームページの特設サイトからご応募ください。（簡単なアンケートを含みます）
    ・初めてご登録される方：キャンペーンサイトにお申込みと同時に「ライフサポート倶楽部」にご登録されます。ご了解の上ご応募してください。
    ・既にご登録済みの方：上記の初めての方と同じ項目をご入力いただきます。「ライフサポート倶楽部」にご登録内容と異なっていても更新されません。
●賞品の当選：KPC事務局にて厳正な抽選を行います。
    ・当選の発表はメールによるお知らせのあと発送させていただきます（ご登録の企業所在地に発送いたします）。 ・生鮮食品は、店舗より直送いたします。

　すでにたくさんの会員の方にご利用いただいている「いやしなび KPCライフサポート倶楽部」。
国内 20,000ヵ所以上のホテルや旅館をはじめ、各種アミューズメント施設の割引や

ショッピング・自己啓発・医療・育児・介護までサポートする多彩な特典をご利用いただけます。
宿泊予約はオンライン。家族旅行や出張にも使えてこれは便利。

急に映画を観たくなったときはいつでもコンビニで発券できる。これは使わないと！
KPC会員であればすべての特典をご利用いただけますが、まずは初回だけ登録が必要となります。

スタートキャンペーン

びわ湖バレイ
ロープウェイ往復割引券
びわ湖バレイ
ロープウェイ往復割引券

おとな 2,200円➡ 1,900円 
小学生 900円➡　800円
幼児（3才~）　　500円➡　400円

・料金は税込です。
・ロープウェイ往復料金が対象です。
　片道券にはご利用できません。
・リフト券は対象外です。
・5名様までご利用いただけます。
・他の割引との併用はできません。
・切りとってチケット売り場に提出してください。

※リソルポイント：宿泊時に
　１ポイント＝１円で精算に
　ご利用いただけます。
※有効期間があります。

リソルポイント
10,000円分3名様 特選焼肉ギフトセット

ミートショップヒロ
10名様 かにすきセット ダシ付

マル海渡辺水産
10名様

QUOオンラインセレクション
（WEBギフトカタログ）

5名様 ジェフグルメカード
1,000円分50名様 映画チケット50名様

（ペア25組）

切り取り線



お酒 ま つ わ る ス ポ ッ トに

ロ
グ
イ
ン

幻想的な美しい世界を見に行こう！
イルミネーション・ライトアップスポットの近隣宿泊施設を特別料金にてご利用いただけます。
冬の風物詩を満喫したあとは、ホテル・旅館でゆったりとした時間をお過ごしください。

〈メニューの検索方法〉

http://www.kpc.or.jp多数の提携先があります。詳しくは『いやしうぇぶKPC』へ！

いやしうぇぶKPCに
アクセス

KPC会員専用メニューから「いやしなび
KPCライフサポート倶楽部」にアクセス

会員番号・パスワードを
入力してログイン

メニューカテゴリーより
「リゾート・トラベル」を選択

1 2 3 4

〈宿泊施設例〉その他施設料金等の詳細はいやしなびKPCを御覧ください。※宿泊料金は2016年10月～2017年3月のお一人様料金です。 ※クーポンご利用時には、HPまたはクーポン記載内容をよくご確認ください。

ホテルリソルトリニティ札幌
北海道／札幌

松風園
愛知／山河三谷

おもてなしの宿 渓山閣
京都／湯の花

ホテルリソル佐世保
長崎／佐世保

一度は酔いたい?! 京の酒場スポット

きょうかしし しょうらく

京菓子司 松楽

京のいいとこ
コラム

v o l . 5 2

情
緒あふれる京都にも、飲兵衛が集まる酒場スポットというのがあります。これは歓楽街

と違い、町の一角の小さな建物に飲み屋が集まるディープな世界。たとえば先日、

仕事帰りに阪急西院駅あたりを歩いていた時のこと。人だかりができていて、何やら楽し気な

雰囲気がプンプンすると思ったら立ち飲み屋でした。そこは酒好きなら一度は行きたい「折鶴

会館」。さまざまな店が入居していて、年配のおじさんたちから若い女性にお兄さんと幅広い

客層でにぎわっています。ほかにも、京都駅北側にある「リド飲食街」や四条富小路にある

「四富会館」も有名。ちょっとコアな京都でおいしいお酒が飲んでみたい…そんな方におす

すめです。

亀の井の水が引き出す京風味
の神様が祀られた松尾大社に、古来より湧きだす亀の井
の水。酒造家も酒づくりに用いるという名水と、その水から

生まれた酒をたっぷり使った『大社酒まん』は、香り豊かにふっくら
と仕上げた饅頭です。ほかにも、奥嵯峨の情景を映した粒あん
入りの求肥餅『よもぎ入り奥嵯峨』、よもぎご飯でつくるカラフルな
『京おはぎ』。いずれも手づくりのやさしい甘みが広がる素朴な
和菓子です。

酒
西京区嵐山宮ノ前町45
075-871-8401
9：00～18：00　水休
阪急嵐山線「松尾大社」駅から徒歩3分
http://kyoto-shoraku.com/

No.010235 No.230004 No.260002 No.420059

4,000円～13,500円 素泊り（税サ込） 9,720円～20,520円 2食付（税サ込） 18,360円～37,800円 2食付（税サ込） 3,700円～7,200円 素泊り（税サ込）
★近隣おすすめスポット

さっぽろ雪まつり（札幌市）
★近隣おすすめスポット
ラグーナテンボス ラグナシア～冬ラグーナ～（蒲郡市）
ラグナシア チケット割引あり ※ロゴマークを提示

★近隣おすすめスポット
京都イルミエール2016

天空の森 希望の灯火（南丹市）

★近隣おすすめスポット
ハウステンボス ～花と光の王国～（佐世保市）

No.750305

1DAYパスポート割引あり ※クーポンを持参

No.750268



全長4kmのロングコースのスノーパーク、
子供も楽しいキッズパーク。

1
●会期：2月11日（土）～4月2日（日）

※但し、2月19日（日）は休館
●会場：グランフロント大阪 北館
　　　　ナレッジキャピタル イベントラボ
　　　　開館時間：10：00～18：00（最終入館は17：30まで）
●あっ旋期間：2月10日まで
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は当日料金の半額。

（当日1,300円）700円一　般

（当日1,000円）500円大高生

（当日600円）200円中小生

（当日1,600円）900円一　般

（当日1,200円）700円大学生

（当日600円）200円高校生

（当日1,300円）700円一　般

（当日900円）400円大高生

（当日500円）200円中小生

32
●会期：1月28日（土）～4月16日（日）
●会場：国立国際美術館［大阪・中之島］
休館日：月曜日※3月20日は開館、翌21日は休館
開館時間：10：00～17：00※金曜は19：00まで（入館は閉館の30分前まで）
●あっ旋期間：1月27日まで
※中学生以下は無料。
※心身に障害のある方および付添者1名は無料
　（入館の際に障害者手帳をご提示ください）。

清川あさみ展

21

クリス・ハート
第2回47都道府県ツアー ～ｍｙ hometown～3 4

ビアトリクス・ポター生誕150周年
ピーターラビット展 クラーナハ展 －500年後の誘惑 4戦国時代展

―A Century of Dreams―

●会期：2月25日（土）～4月16日（日）
●会場：京都文化博物館
　　　　休館日：月曜日 ※3月20日は開館、翌21日は休館
　　　　開館時間：10：00～18：00　
　　　　※金曜日は19：30まで（入館は各閉館の30分前まで）
●あっ旋期間：2月24日まで
※障がい者手帳をご提示の方とその介護者1名は無料。
　（要証明書）

（当日800円）400円一　般

（当日600円）300円高・大学生

（当日400円）200円小・中学生

●会期：1月21日（土）～2月14日（火）
●会場：美術館「えき」KYOTO
　　　　開館時間：午前10時～午後8時
　　　　（入場締切：午後7時30分）
●あっ旋期間：1月19日まで
※未就学児は無料

最長滑走距離5800m！3つのマウンテンパークに多彩な12コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※別途ICカード預り金500円（カード返却時に返金）をリフト券売り場でお支払い下さい。
※2歳以下無料

※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております。
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます。
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの
　補償金500円を別途お預かりいたします。
　お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします。
※お食事券は、３スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます。（当日限り）
※年末年始（12/29～1/3は、土休日料金となります。）
※子供料金は、中学生以下です。子供料金は、現地にてリフト１日券2,000円です。
※ダイナランド毎週水曜日女性リフト無料。（ダイナランドエリアのみ）

土休日は1,000円分のお食事券付！
とにかくスケールのデカさが魅力の高鷲スノーパークと、
西日本最大の変化に富んだ20コースのダイナランドの共通リフト券。

大人（中学生以上）  2,900円（通常4,700円）
子供（小学生） 2,000円（通常3,000円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  2,900円（通常4,900円）
土休日（リフト1日券+食事券） 4,400円（通常5,900円）

利用料金 大人   3,900円（通常5,300円）
シニア（50歳以上） 3,000円（通常4,300円）
子供（18歳以下） 2,600円（通常4,000円）

大人   3,400円（通常4,800円）
シニア（50歳以上） 2,500円（通常3,800円）
子供（18歳以下） 2,100円（通常3,500円）

利用料金

滋賀県高島市今津町日置前
※ゴンドラは１往復のみのご利用です。※レンタル20％割引（小物除く）
※レンタルのこども料金は12歳以下。中高生18歳以下はおとな料金になります。

所 在 地

兵庫県養父市ハチ高原・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹所 在 地

利用料金 全日／大人 3,500円（通常4,500円）
平日／大人 3,000円（通常4,500円）
  2,500円（通常3,500円）全日／子供・シニア
（4歳～小学生・60歳以上）

3月12日まで

3月13日～3月26日・シーズン終了まで

●チケットは引換券ですので所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください。　●ご利用の対象は、会員ご本人とご家族様です。
●ご利用枚数制限：会員おひとりにつき5枚まで。　●PTAや子供会など親睦団体、またお友達同士でのご利用はお断りいたします。
●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認のうえお申込みください。

販売期間：2017年3月31日（金） 利用期限：～2017年シーズン終了まで

11 スキージャム勝山 リフト1日券 333333 ハチ・ハチ北 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

スキー場リフト1日券のあっ旋スキー場リフト1日券のあっ旋

岐阜県郡上市高鷲町西洞所 在 地

締切：1月10日THE舶来寄席2017winter

宝塚歌劇 星組公演

（通常2,900円） 2,200円中学生以下

（通常4,700円） 3,500円一　般

　お馴染み辻本茂雄座長、すっちー座長に加
え、アキ・清水けんじ・酒井藍ユニットが週替わり
で上演。大人から子供まで楽しめる公演です。
※5歳以上または身長110ｃｍ以上の方はお席が必要となり
　ます。（膝上でのお子様の観劇は1名様のみ可能です）

●会場：なんばグランド花月  ●定数：各公演10枚

辻本茂雄座長

3日（金）18：30
4日（土）19：00
5日（日）19：00
6日（月）18：30

7日（火）18：30
10日（金）18：30

アキ、
清水けんじ、
酒井藍ユニット
11日（土）19：00
13日（月）18：30
14日（火）18：30

15日（水）18：30
16日（木）18：30
18日（土）19：00

すっちー座長

19日（日）19：00
20日（月）18：30
21日（火）18：30
22日（水）18：30

24日（金）18：30
25日（土）19：00
26日（日）19：00

●日程（2017年2月の公演になります）

レンタル・レストラン・売店・スクールにてご利用いただける
金券500円分付！

【取扱いのご注意】

締切：1月11日Bリーグ 京都ハンナリーズ主催ゲーム 指定席

4,000円コートサイドS
メイン

4,000円コートサイドS
ベンチ

2,600円メイン指定席

2,200円ベンチ指定席 （通常3,000円）

（通常3,500円）

（通常5,000円）

（通常5,000円）

シーホース三河 ハンナリーズアリーナ
琉球ゴールデンキングス ハンナリーズアリーナ
滋賀レイクスターズ ハンナリーズアリーナ（予定）
シーホース三河 ハンナリーズアリーナ（予定）
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ハンナリーズアリーナ（予定）

2月22日（水）19：00
日程・試合開始時間 対戦相手 会 場

3月25日（土）18：00／26日（日）14：00
4月15日（土） 調整中／16日（日） 調整中
5月 3日（水） 調整中
5月 6日（土） 調整中／7日（日） 調整中
●料金：日程をご指定ください。コートサイドSはハンナリーズアリーナのみ。

●日時・会場：下記があっ旋対象です。　●定数：各10枚 ●日時：
①2月12日（日）17：00 
②5月3日（水・祝）17：00
●会場：
①びわ湖ホール 
②ロームシアター京都
●定数：各10枚
●締切：1月11日

※3歳以上有料（2歳以下入場不可）

※申し込み多数の場合は
　抽選となります。

全席指定 （当日6,800円）6,300円 （通常8,300円）7,500円S　席

スカーレット ピンパーネル
THE SCARLET PIMPERNEL
●日時：2017年
　3月13日（月）13：00
 19日（日）11：00
　4月   4日（火）11：00
    8日（土）11：00
●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚 
●締切：1月11日

（左から）紅ゆずる、綺咲愛里©宝塚歌劇団　photo by Leslie Kee

©KYOTO　HANNARYZ

Ticket Information随時あっ旋 （お申込みごとにあっ旋させていただきます。制限枚数等、裏面の注意事項をお読みください）

Ticket Information予約あっ旋 （締切日まで受付し取りまとめて発注いたします。定数を超えると抽選となる場合もあります）



★KPC会員なら夕食時にワンドリンクサービスいたします。
※ご予約時に必ず「KPC会員」である旨伝えてください。
※ビール・ワイン・ソフトドリンクからお選びください。

（1泊2食付税サ込）〈期 間〉
2017年1月16日（月）～
3月17日（金）
※休村日：2月13日～17日

●日程：1月8日（日）  ●集合時間：午前8時
●集合場所：地下鉄国際会館駅

京都バス3番乗り場
●行程：約6ｋｍ 約4時間 一般向けコース
●準備物：行動食、水筒、雨具、軽登山靴、

手袋、軽アイゼン等各自持参
●交通費：バス代870円
●その他：有志による新年会を開催します。
　場所：大原温泉 大原の里　時間：13時　
　会費：約8,000円　お風呂あります。
　例会、または新年会いずれか一方の参加でもOKです。
　新年会にご参加希望の方は、幹事にお申込み下さい。

●国際会館駅（8：30発 小出石行）▶
戸寺バス停▶江文神社▶金毘羅山
（572.8m）▶翠黛山（577m）▶寂光
院（解散）▶大原バス停

コース

金毘羅山・翠黛山
ハイキングサークル　京都府

初めてご参加の方のみ
事務局までご連絡下さい。
お問合せはこちらまで

075-255-6655

[ご注意]
●予約チケットは会員お1人様4枚まで。
　お申込み多数の場合は抽選となり、ご購入いただけない場合もございます。
※抽選となった場合は締切日以降約1週間後に当選者のみに連絡いたします。
　座席の指定・交換・キャンセルはできません。

●随時販売のチケットはあっ旋期間中はKPC事務局にて取扱いいたします。
枚数制限：会員お一人につき、映画鑑賞券は各チケット合計で月間5枚まで。映画以外のチケットは
　　　　　月間8枚まで。公演催事ごとに制限枚数を設けている場合はそちらを優先します。
●ご案内しているチケット等の金額は、補助金を差し引いた金額です。
●発送ご希望の場合、休前日は発送いたしません。また送付先は、事業所に限らせていただきます。

イベント・チケットお申込書 今月号掲載以外にも、常時あっ旋しているチケットがあります。詳細はKPCホームページをご参照ください。

企業番号

イベント／チケット名称 単　価 枚　数 ご希望日程が複数の
場合ご記入下さいご参加される会員名 ［　会員番号　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

所 在 地

イ ベ ン ト ・ チ ケ ッ ト 決 済 方 法 銀行振込
（事業所へ発送後）

コンビニ決済
（事業所へ発送後）※手数料120円／件

お 申 込
ご担当者名

企業名称
F A X

T E L

現　　金
（KPC事務局にて）

お申込み先：FAX＝075-255-6644　郵便＝〒604-8156京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階

　11時～23時まで通しで営業している「高山」さん
は京都のおばんざいを40～50種類常備しており、定
食から一品+地酒まで、使い勝手が良いお店です。
定食は味・ボリューム共に満足でした！
阪急京都線「河原町駅」徒歩6分、京阪本線「三条
駅」徒歩6分、
地下鉄東西線「京都市役所前駅」徒歩5分

京都出身のピアノ弾き語りシンガーソングライ
ター森ゆきこさんの、ＫＰＣ会員特約店「食べ歩き
レポート」第20回目。
今月は京おばんざいダイニング高山さんです。

お店の食事レポートをもっと詳しくご覧になりたい方は、KPCホームページでご覧ください。
http://www.kpc.or.jp

京のおばんざいダイニング 
高山

●有効期間：2017年2月28日まで
●入店時に必ずこのKPCのキリトリクーポンご利用の旨お伝えください。

【特典】京のぜいたく御膳　
￥1,280（税別）⇒￥1,000（税別）

会員番号 ー

切り取って店舗へご提出ください。

ご利用人数 名

※休前日の料金設定は別途。詳しくは下記までお問合わせください。

平日パッケージ料金
利用人数（1室） 3名以上1室 1名1室2名1室

一般の方 8,200円 9,200円7,600円

京都市中京区新京極通
三条下ル松ヶ枝町457-3
〈営業時間〉
11：00～23：00（L.O22：45）
〈定休日〉年中無休

店舗
情報

切り取り線

075-213-0939

新規契約  神戸 しあわせの村NewNew

天橋立温泉 かにご賞味バスツアー 締切：1月17日
バスツアー　京都府

●日程：2月26日（日） 
●集合時間：8時45分
●集合場所：京都アバンティー前
●定数：30 名（最少催行人数 25 名）

　冬の味覚の王様、かに会席
料理をご賞味ください。「橋
立やまいち」で海産物のお買
物、「天橋立ワイナリー」では
試飲もできます。（温泉入浴
ご希望の方はタオルをご持参
ください）

●京都（9：00）▶四条大宮▶沓掛IC▶京丹波味夢の里
（トイレ休憩）▶京都縦貫道▶与謝天橋立IC▶天橋立ホテル：
かに会席料理〈11：30（昼食・温泉入浴）〉▶橋立やまいち
〈15：00（海産物）〉▶天橋立ワイナリー〈15：40（試飲）〉▶
与謝天橋立▶京都縦貫道▶沓掛IC▶京都（17：30頃）

タイムスケジュール

取扱：日本旅行　※ツアー代金のお支払は振込手数料がかかります。

11,000円会　　員

12,000円会員家族

13,000円一　　般

しあわせの村 神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
ご予約お問い合わせは 4078-743-8000

季節の宿泊プラン
本館・宿泊館

のご紹介
福笑みの春プラン

（予約受付9：00～18：00）

グルメクーポン 京都ええ店食べある記




